
1. Ultra-thin diaphragm / magnetic chips / surrounding stereo subwoofer
2. Soft leather earmuff which can reduce hearing damage
3. Light weight design with adjustable headband to ensure the best wearing 
experience

1. The headset is applicable to 3. 5MM quadrupole single plug audio devices 
such as laptops, tablet PC, mobile phones, etc. With the bisected adapter cable 
of 3.5mm interface, the 3.5mm dual plug of the computer can be used.  
2. Generally, the cable end or microphone end is designed on the left side, so 
wear the cable end or microphone end on the left ear when wearing a headset.  
3. When using the headset on the computer, please make sure the headset 
microphone switch is turned on; then make sure the computer microphone 
switch is turned on. Please find the "speaker" icon in the computer taskbar, and 
double-click to enter the volume control for settings. And enter into the "voice" for 
settings on the "Control Panel.  
4. Please make sure the headset volume adjustment button is at the minimum 
volume and can be adjusted to the appropriate volume.  
5. Please use the headset to enjoy the game  
6. Support the 32-bit and 64-bit Win7/Win8/Win8.1/ Win10/XP.  

1.When playing music by the headset, there is accompaniment but no singing? 
The headset plug is a quadrupolar single plug type. The international (CTIA) 
standard 3.5 mm interface: pin connection is left channel - right channel - ground 
wire - microphone, which is the most popular connection in the market and the 
largest application. If the international standard headset is connected to a 
non-international standard interface, there will arise the phenomenon of 
background sound only. If the audio device is non-international standard, the 
adapter cable is needed.      
      
2. When playing music with a headset, there is sound but the voice chatting 
can’t work?      
A) When using the headset, please make sure that the tone control microphone 
switch of the headset is turned on, and make sure that the microphone works 
normally;      
B) The headset plug is a quadrupolar, single plug type with the function of 
audio/voice combination, and is applicable to the single-hole audio devices. 
Please make sure that if your device fits the audio/voice combination interface;
C) The headset plug is a quadrupolar, single plug type, while your device may 
be of the tripolar interface.      
D) With the bisected adapter cable of 3.5mm interface, you can use the 3.5mm 
dual plug (headphone and microphone jack) interface of the computer. You can 
enjoy beautiful music and voice chatting at the same time.  
      
3. When playing music with the headset, there arises the phenomenon of 
noise, small volume, unclear sound, or one side with sound and the other 
side without sound?   
A) Please check if the plug is well inserted into the interface device; 
B) The headset plug is quadrupolar, single plug type, while your device may 
be of the tripolar interface.      

4. When using the headset, there is currently sound?   
A) Please check if the plug is well inserted into the interface device;   
B) There are electrics of strong magnetic field at hand, please take away them 
(such as the mobile phone, fan ...)   
C) Please check if the microphone boost of the computer microphone is turned 
on. Please open the control panel→sound→record→level→microphone 
boost to adjust the microphone boost mode.   
   
5. When playing Switch with a headset, why only have sound, the voice 
chatting can't work?   
The headset only supports one function on the switch, headset sound, or voice 
chatting. If you want to use the voice chatting function, the only way is to put 
the microphone plug inserted into the interface for Switch. The microphone will 
start to sound, because of the limited by Switch, you can't hear anything from 
the headset.   
You can hear the sound of the Switch speaker, please understand.   
   
   
A) Please enjoy music at a moderate volume to prevent adverse effects on the 
hearing;   
B) Please be careful to wear when driving or cycling so as not to affect safety;   
C) Product specifications are subject to change without notice;   
D) If disassemble the headset without authorization, we can not guarantee 
the quality.   

3. Choose "PERIPHERAL MACHINES" and then choose "ADJUST SOUND 
AND DEVICES", next, choose "Output to the headphones", then change it to 
"All audio"         
4. Discard the USB interface (Only for LED light) if this cable is not long for 
your device         
5. Adjust or rotate the 3.5mm interface until both sides of the headphones have 
smooth sound output         

1) Connect the Separate Splitter (included) with the 3.5mm jack for this headset 
to work on PC/Laptop     
2) Make sure to insert the right jack (the pink for the microphone)     
3) Make sure none of the Microphones is disabled or muted or something.      
Please find the "Speaker" icon in the computer taskbar, and double-click to enter 
the volume control for settings. And enter the "Voice" for setting on the 
"Control Panel"; Control Panel <Sound<Recording< right-click and select "Show 
Disabled Devices" <Microphone should     
appear in the box now<click on Microphone and select"Enable"     
4) Try disabling "Front mic" on recording devices. Update the Sound Card 
Drivers. Adjust or rotate the 3.5mm interface until both sides of the headphones 
have smooth sound output     
5)Adjust or rotate the 3.5mm interface until both sides of the headphones have a 
smooth sound output     

Connect the HS50 gaming headset to compatible devices   
PS4/Nintendo Switch/iPad/Smartphone/Tablet and Other Standard 3.5mm Jack 
Devices   
1. Plug the 3. 5mm jack into the Gamepad   
2. Long press the PS4 button to enter the System Settings   

1. Gaming Headset 
2. Operating instructions 
3. (1 to 2) 3.5mm jack splitter cable 

4. Glaring LED lights
5. High sensitivity microphone
6. Headset volume control wheel
7. Microphone on-off button
8. International standard (CTIA) 3.5mm 4-pin jack. (right channel + 1 ground 
wire+ 1 left channel + / microphone)，Could be used for different single audio 
plug devices
9. USB Connector only for LED light
10. Connect to a bisected adapter to connect with the dual-plug computer

Compatibility Information

RANGE OF APPLICATION AND OPERATING INSTRUCTIONS              

PRODUCT PARAMETERS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

"

OPERATING INSTRUCTION

MATTERS NEEDING ATTENTION

PC/LAPTOP

1. USB interface only for the power supply for LED light      
2. Discard the USB interface (Only for LED light) if this cable is not long for your 
device      
3. Connect the Microsoft Adapter (Not Included) with the 3.5mm jack for this 
headset to work on Xbox One/Xbox One S      
4. Adjust or rotate the 3 5mm interface until both sides of the headphones have 
smooth sound output      
     

XBOX ONE/XBOX ONE S

Microphone Isn't Working
On PS4

1)Make sure the sound switch on the microphone has been turned on.         
2)Make sure your PS4 Setting is configured correctly. If your Microphone was 
detected on the Adjust Microphone Level screen, then the headset and mic are 
working with the PS4 properly. If other players still cannot hear you're in a chat, 
check your network connection or in-game chat settings.         
3)Review your PS4 Setting to make sure they are configured as follows:         
①Go to "Settings">"Devices">"Audio Devices"         
②Set "Input & Output Device to Headset "Connected to Controller"         
③Set "Output to Headphones" to "AII Audio"         
④Set "Volume Control (Headphones) level to maximum         
⑤Select "Adjust Microphone Level and follow the on-screen instructions to 
calibrate your microphone         
4)Plug the headset into a mobile phone and try making a call. If someone is 
able to hear you in the call, then the headset and microphone are working 
properly.         

On PS4 
1) Make sure that the headset is plugged securely into the headphone jack; 
there should be no loose connections. Adjust or rotate the 3.5mm interface until 
both sides of the headphones have smooth sound output 
2) Turn up the sound switch on the microphone  

On PC 
1) You MUST use the 1-to-2 3.5mm jack splitter cable to ensure that each jack 
is connected properly and securely plugged in. 
2) Disconnect the separate splitter cable and then connect the headphones 
directly. If the issue is resolved, with the extension cable disconnected, 
the splitter cable is the cause. 
 
  
 

TROUBLESHOOTING ONE SIDE OF HEADSET NOT WORKING

PS4  
1）ヘッドセットがヘッドホンジャックにしっかりと接続されていることを確認します。緩く接続
しないでください。ヘッドセットの両側でスムーズなサウンド出力が得られるまで、3.5mmイ
ンターフェイスを調整または回転してください。  
2）マイクのサウンドスイッチを上げてください。  

PC  
1) 各ジャックが正しくしっかり接続されるように、2分割3.5mmジャックスプリッタケーブルを
使用しなければなりません。  
2）別のスプリッターケーブルを外してから、ヘッドホンを直接的に接続してください。延長ケ
ーブルを外した状態で問題が解決した場合は、スプリッタケーブルが原因です。  

ヘッドセットの片側が聞こえません

1) Connect the Separate Splitter (Included) with the 3. 5mm jack for this 
headset to work on PC/Laptop    
2) Make sure to insert the right jack (the pink for the microphone)    
3) Make sure none of the Microphones is disabled or muted or something.    
Please find the "Speaker" icon in the computer taskbar, and double-dick to enter 
the volume control for settings. And enter the "Voice" for setting on the 
"Control Panel" ; Control Panel<Sound<Recordng< right-click and select 
"Show Disabled Devices"<Microphone should appear in the box now<click on 
Microphone and select "Enable"    
4) Try disabling "Front mic" on recording devices. Update the Sound Card 
Drivers.    

ON PC

Packing List

Speaker size
Impedance
Sensitivity
Frequency range
Microphone
Microphone sensitivity

50mm
32Ω±15%
97dB±3dB
20Hz-20KHz
6x2.7mm
-36±2dB

2.2K Ω
omni-directional
2.2M±0.15
DC5V±5%
<0.5mA
USB+ 3.5mm jack

Microphone impedance
Directionality
Cable length
LED working voltage

Working current
Headset jack

Console/Device

Xbox One
Xbox One S
Xbox 360
PlayStaion 4
PlayStaion 5
PS vita
PSP
Nintendo Switch

Nintendo NEW
3DS LL/3DS
Nintendo 3DS LL/3DS
PC
Laptop
iOS Device
Android Devidce

Compatibility

Adapter Needed
Microphone Audio

HEADSET INTRODUCTION

USER MANUAL

GAMING HEADSET
HS50

1.極薄ダイアフラム/磁気チップ/サラウンドステレオサブウーファー
2.聴覚障害を軽減できるソフトレザーイヤーマフ
3.調節可能なヘッドバンドを備えた軽量設計により、最高の装着感を実現

1.ヘッドセットは、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話などの3. 5MM四極シングルプラグ
オーディオデバイスに適用できます。3.5mmインターフェースの2分割アダプタケーブルで、
コンピュータの3.5mmデュアルプラグに使用できます。    
2.普通線のある端或いはマイクフォンのある端は左側にあり、それ故にヘッドセットを使用
する場合、線のある端或いはマイクフォンのある端を左耳にします。    
3.パソコンでヘッドセットを使用する場合、まずヘッドセットのマイクのスイッチがオになっ
ていることを確認してください。次に、パソコンのマイクスイッチがオンになっていることを
確認します。 パソコンのタスクバーで「スピーカー」アイコンを見つけ、ダブルクリックしてボ
リュームコントロールに入って関連設定を行います。 そして、「コントロールパネル」で「音声」
を入力して設定します。    
4.ヘッドセットのボリューム調整ボタンが最小になっていることを確認して、適切なボリュー
ムに調整することができます。    
5.ヘッドセットでゲームを楽しんでください。    
6.32ビットおよび64ビットのWin7/Win8/Win8.1/Win10/XPに対応できます。    

1.ヘッドセットで音楽を再生する場合、伴奏のみがありますが、歌声がないですか？        
A)ヘッドセットプラグは四極シングルプラグタイプです。 国際（CTIA）標準の3.5 mmインタ
ーフェース：ピン接続は左チャネル-右チャネル-アース線-マイクです。これは市場で最も人
気のある接続であり、最大のアプリケーションです。国際規格のヘッドセットが非国際規格
のインターフェースに接続されている場合、背景音の現象だけが起こります。オーディオデ
バイスが非国際規格の場合は、アダプタケーブルが必要です。        

2.ヘッドセットで音楽を再生すると、音は出ますが、ボイスチャットが機能しませんか？        
A)ヘッドセットを使用する場合は、ヘッドセットのトーンコントロールマイクスイッチがオン
になっていることを確認し、マイクが正常に動作することを確認してください。        
B)ヘッドセットプラグは、オーディオ/音声の組み合わせ機能を備えた四極シングルプラグタ
イプであり、シングルホールオーディオデバイスに適用できます。お使いのデバイスがオー
ディオ/音声の組み合わせインターフェイスに適合していることを確認してください。        
C）ヘッドセットプラグは四極、シングルプラグタイプですが、デバイスは三極インターフェー
スの場合があります。        
D）3.5mmインターフェースの二分されたアダプターケーブルを使用すると、コンピューター
の3.5mmデュアルプラグ（ヘッドフォンとマイクジャック）インターフェースを使用できます。
美しい音楽とボイスチャットを同時に楽しむことができます。

3.ヘッドセットで音楽を再生すると、ノイズ、小さい音量、不明瞭な音、または音のあ
る側と音のない側の状況がありますか？
A）プラグがインターフェースデバイスにしっかり挿入されているかどうかを確認してください。
B）ヘッドセットプラグは四極、シングルプラグタイプですが、デバイスは三極インターフェース
の場合があります。
        

4.ヘッドセットを使用する場合、電流の音はありますか?
A）プラグがインターフェースデバイスにしっかり挿入されていることを確認してください。
B）周囲に強い磁場の電気部品がありますので、遠さけてください(例えば携帯電話、扇風機...)
C）コンピューターのマイクのマイクブーストがオンになっているか確認してください。 コン
トロールパネル→サウンド→録音→レベル→マイクブーストを開いて、マイクブーストモー
ドを調整してください。
  
5.ヘッドセットでSwitchを再生しているときに、音声しか聞こえないのに、ボイスチャ
ットが機能しないのはなぜですか?
Switchがヘッドセットの機能を1つのみ対応できます。例えば、聞こえる機能、またはボイス
チャット機能です。ボイスチャット機能を使用する場合、唯一の方法は、スイッチのインター
フェイスにマイクプラグを挿入することです。 Switchの制限により、ヘッドセットから何も聞
こえないため、マイクが鳴り始めます。マイクの機能を使用したい場合、マイクのプラグを
Switchに挿して、マイクを使えます。Switchの制限で、ヘッドセットから何も聞こえなくなって
います。Switchのスピーカーでゲームの音や相手の声などを聞こえます。ご了承ください。

A）聴覚障害を防ぐために、適度な音量で音楽を楽しんでください。  
B）運転中またはサイクリング中にヘッドセットを着用するときは、安全性に影響を与えな
いように注意してください。  
C）製品仕様は予告なしに変更される場合があります。  
D）ヘッドセットを許可なく分解された場合、品質を保証できません。  

HS50ゲーミングヘッドセットを互換性のあるデバイスに接続してください。
PS4/Nintendo Switch/iPad/スマートフォン/タブレットおよびその他の標準的な3.5mmジャ
ックデバイス
1. 3.5mmジャックをゲームパッドに差し込んでください。
2.PS4ボタンを長押して、システム設定に入ってください。

3.「周辺機器」を選択し、「サウンドとデバイスの調整」を選択し、「ヘッドホンへの出力」を選
択してから、「すべてのオーディオ」に変更してください。
4.USBケーブルがデバイスに対して長くない場合は、USBインターフェイス（LEDライト給電
のみ）を使用しないでください。
5.ヘッドセットの両側でスムーズなサウンド出力が得られるまで、3.5mmインターフェイスを
調整または回転してください。

1.ゲーミングヘッドセット   
2.取扱説明書   
3.(2分割)3.5mmジャックスプリッタケーブル   

4.綺麗なLEDライト
5.高感度マイク
6.ヘッドセットボリュームコントロールホイール
7.マイクのオン/オフボタン
8.国際規格（CTIA）3.5mm4ピンジャック。(右チャンネル+1アース線+1左チャンネル+ 

/マイク)さまざまなシングルオーディオプラグデバイスに使用できます
9.USBコネクタはLEDライトのみに使用します
10.2分割アダプターに接続して、デュアルプラグコンピューターに接続します

互換性について

適用範囲及び操作説明

製品パラメータ よくある質問

注意事項

操作説明

1）ヘッドセットがPC /ラップトップで動作するように、別々のスプリッター（付属品）を3.5mm
ジャックに接続してください。
2）正しいジャック（ピンクがマイクの機能）を挿入してください。
3）すべてのマイクが無効またはミュートになっていないことを確認します。コンピュータのタ
スクバーで「スピーカー」アイコンを見つけ、ダブルクリックして、ボリュームコントロールに入
り設定します。「コントロールパネル」で「音声」を入力して設定します。コントロールパネル<サ
ウンド<録音<右クリックして「無効なデバイスを表示」を選択します<マイクがボックスに表示
されます<マイクをクリックして「有効にする」を選択してください。
4）録音デバイスで「フロントマイク」を無効にしてみてください。サウンドカードドライバを更
新してください。ヘッドセットの両側でスムーズなサウンド出力が得られるまで、3.5mmイン
ターフェイスを調整または回転してください。
5）ヘッドセットの両側でスムーズなサウンド出力が得られるまで、3.5mmインターフェイスを
調整または回転してください。

PC /ラップトップ

1.USBインターフェースがLEDライトに給電します。
2.USBケーブルがデバイスに対して長くない場合は、USBインターフェイス（LEDライト給電
のみ）を使用しないでください。
3.ヘッドセットをXboxOne / Xbox One Sで使用するように、Microsoftアダプター（付属してい
ません）を3.5mmジャックに接続してください。
4.ヘッドセットの両側でスムーズなサウンド出力が得られるまで、3.5mmインターフェイスを
調整または回転してください。

XBOX ONE/XBOX ONE S

マイクは動作しません
PS4

1）マイクのサウンドスイッチがオンになっていることを確認してください。
2）PS4で正しく設定されたことを確認してください。「マイクの音量を調整」画面でマイクが
検出された場合は、ヘッドセットとマイクがPS4で正常に動作しています。
チャット中、自分の音を相手へ伝えることができない場合、ネットワーク接続またはゲーム
内チャットの設定を確認してください。
3）PS4の設定を確認して、次のように設定されたことを確認してください。
①「設定」> 「デバイス」> 「オーディオデバイス」に移動してください。
②コントローラに接続した「入出力デバイスをヘッドセットに」を設定してください。
③「ヘッドホンへの出力」を「AIIオーディオ」に設定してください。
④「音量調節（ヘッドホン）レベルを最大」に設定してください。
⑤「マイクレベルの調整」を選択し、画面の指示に従ってマイクを調整してください。
4）ヘッドセットを携帯電話に接続し、電話をかけてみてください。通話中に相手が自分の声
を聞こえば、ヘッドセットとマイクは正常に動作しています。

不良診断

1）ヘッドセットがPC /ラップトップで動作するように、別々のスプリッター（付属品）を3.5mm
ジャックに接続してください。
2）正しいジャック（ピンクがマイクの機能）を挿入してください。
3）すべてのマイクが無効またはミュートになっていないことを確認します。
コンピュータのタスクバーで「スピーカー」アイコンを見つけ、ダブルクリックして、ボリューム
コントロールに入り設定します。「コントロールパネル」で「音声」を入力して設定します。コン
トロールパネル<サウンド<録音<右クリックして「無効なデバイスを表示」を選択します<マ
イクがボックスに表示されます<マイクをクリックして「有効にする」を選択してください。
4）録音デバイスで「フロントマイク」を無効にしてみてください。サウンドカードドライバを更
新してください。

PC

包装内容明細書

スピーカーサイズ
インピーダンス
感度

周波数範囲

マイク
マイクの感度

50mm
32Ω±15%
97dB±3dB
20Hz-20KHz
6x2.7mm
-36±2dB

2.2K Ω
全方向性
2.2M±0.15
DC5V±5%
<0.5mA
USB+ 3.5mm ジャック

マイクのインピーダンス
方向性

ケーブルの長さ
LED動作電圧

動作電流

ヘッドセットジャック

コンソール/デバイス

Xbox One
Xbox One S
Xbox 360
PlayStaion 4
PlayStaion 5
PS vita
PSP
Nintendo Switch

Nintendo NEW
3DS LL/3DS
Nintendo 3DS LL/3DS
PC
Laptop
iOS Device
Android Devidce

互換性

アダプターが必要
マイク オーディオ

ヘッドセットの紹介

取扱説明書

ゲーミングヘッドセット

ノイズキャンセリング ヘッドバンド
調節可能

優れたオーバー
イヤーパッド

50MMドライブ

HS50
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